



世界的ビーチリゾートのプーケットや首都バンコク、日系企業が進出している地方都市での高級ホテルで就労体験！
主な業務はゲストリレーションやフロントなので、ホテルの接客サービスを体得できる！
契約更新・正社員への登用が可能！タイで長期就労希望の方にはベストのプラン！

参加条件

①
②
③

21～35 歳の健康な男女（学生可）。36 歳以上でホスピタリティ経験のある方はご相談下さい。
中級以上の英語力のある方（コミュニケーション重視）。英語力に応じて、プランをご紹介します。
学歴・職歴：学生可、ホテル・レストランでの職歴のある方は優遇（高卒の方は要ホスピタリティ職歴）
契約タイプ
エリア
期間
タイプ
ポジション
宿泊先
食事
手当
プラン A
ﾊﾞﾝｺｸ（一部）
6 ヶ月~
ホテル
ｹﾞｽﾄﾘﾚｰｼｮﾝ
ｱﾊﾟｰﾄ（自己負担） 勤務中 10,000THB
（インターン）
ﾌﾟｰｹｯﾄ/ｻﾑｲ/ﾊﾟﾀﾔ
社員寮
勤務中 5,000THB
プラン B
ﾌﾞﾘﾗﾑ
6 ヶ月~ ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ
受付・清掃
社員寮
自炊
15,000THB
プラン C
ﾊﾞﾝｺｸ/ｱﾕﾀﾔ/ｼﾗﾁｬ/ﾗﾖｰﾝ
1 年間
ホテル
ｹﾞｽﾄﾘﾚｰｼｮﾝ
社員寮
毎食
28,000THB
（契約社員）
ｺﾗｰﾄ/ｶﾋﾞﾝﾌﾞﾘ/ﾌﾟﾗﾁﾝﾌﾞﾘ
更新可
※日本人駐在員多い地域・日本人ゲストが多いホテルがメインです。
研修先
プーケット：*Panwa Beach Resort *Kｈao Lak Seaview *Maikhao Dream *Radisson Blu Plaz *Thanyapura
（サンプル）
バンコク：*Novotel *Sofitel *Sheraton *Ibis *COMO *Meridien *Jasmine City Hotel *Radisson Blue
サムイ：*Buri Rasa Village Resort, Samui *Anantara Lawana Resort & Spa *Six Senses
その他：Cape & Katary Hotels
ポジション
メインの業務は日本人ゲストリレーション。シーズンとシフトにより各種ポジションを経験します。
勤務条件
勤務時間：8 時間勤務・週 6 日（シフトと休日はホテルの規定による）
ビザ：ノンイミグラント B（就労）ビザ
 東京のタイ大使館にてご自身で申請して頂きますが、基本的にシングル･ビザしか取得できません。シングル･ビザでは入国時に
90 日間の滞在許可しか下りないため、3 ヶ月毎の滞在期間延長のために隣国へのビザ･トリップが必要となります。
 ビザ･トリップは一般的にマレーシア、ラオス、カンボジアの近隣諸国となり、指定のビザ・トリップツアーに参加して頂きます。
 最初のビザ･トリップでマルチプル･ビザが取得できれば、ビザ更新は 1 回で済み、出入国スタンプのため近隣諸国への日帰り旅
行を 90 日毎に行って頂きます。シングル･ビザしか取得できなければ、90 日毎にビザ･トリップ（2 日間）を行って頂きます。
プログラム費用
6 ヶ月間
12 ヶ月間
プラン A
￥３２０，０００
￥４２０，０００
プラン B
￥２４０，０００
￥３６０，０００
プラン C
３６０，０００（採用枠は限定数）
費用に含まれるもの
費用に含まれないもの
① プログラム運営費／国際通信費／海外送金手数料
① 航空券代：格安航空券を手配します。
② ホテル手配料／労働許可証取得費用
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。
③ 出発前オリエンテーション
③ ビザ申請料約\9,000：東京のタイ大使館にて本人申請。
プラン A
④ 健康診断・予防接種費用
④ 空港出迎え／現地オリエンテーション／滞在中のサポート
⑤ ビザ更新時のビザトリップ費用＋ビザ申請料
応募方法
1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）
2. 申込み手続き：①申込書 ②パスポート･コピー ③英文卒業証明書 ④作文（志望動機） ⑤申込金
3. ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！⇒プログラム費用残金のお支払い
4. ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得⇒渡航手配⇒⇒タイ大使館にてノンイミグラント B ビザの申請
5. 予防接種（必要な場合）⇒出発前オリエンテーション
6. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎）⇒ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！
7. ビザ更新⇒インターン終了





語学力とホスピタリティ経験が不足している方でも参加可能なボランティア・プラン（部屋と食事は無償で支給）！
ホスピタリティを学び、語学力のスキルアップ等将来の可能性が大いに広がるでしょう。
主な業務はゲストリレーションやフロントなので、ホテルの接客サービスを体得できる！

参加条件

①
②
③
④

21～35 歳の健康な男女（学生可）。36 歳以上でホスピタリティ経験のある方はご相談下さい。
中級以上の英語力のある方（コミュニケーション重視）
学歴・職歴：学生可、ホテル・レストランでの職歴のある方は優遇（高卒の方は要ホスピタリティ職歴）
英語力が中級以下、ホスピタリティ経験の少ない方は語学研修付のプランをご紹介します。
プログラム
エリア
期間
タイプ：ポジション
宿泊先
食事
手当
プラン A
タイ（プーケット）
3 ヶ月~
ホテル：ゲストリレーション
社員寮
2 or 3 食
無給
プラン B
タイ/カンボジア/セブ
6 ヶ月~
ﾎﾃﾙ/ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ/ｻｰﾋﾞｽｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ
社員寮
2 or 3 食
無給
ラオス/ミャンマー
ｹﾞｽﾄﾘﾚｰｼｮﾝ/観光ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
研修先
タイ（プーケット）及びカンボジア（シェムリアップ）：4 つ星以上のリゾートホテル
（サンプル）
タイ： *Evason *Six Senses *The Blue Marine *Port Lagoon Resort *The Royal Paradise
ポジション
カンボジア： *Flourishing Boutique & Spa
ポジション：日本人ゲストリレーション/レセプション/観光ガイド
その他：次の地域ではインターン先はコンドミニアムやサービス・アパートメントになります。
タイ（バンコク＆パタヤ＆アユタヤ）、カンボジア（プノンペン）、フィリピン（セブ島）、ラオス（ビエンチャイ）、ミャンマー
ポジション：日本人ゲストリレーション/レセプション/観光ガイド/マーケティング/日本語サイト作成
勤務条件
勤務時間：8 時間勤務・週 6 日（シフトと休日はホテルの規定による）
ビザ
国により異なりますので、別途ご案内します。
期間
3 ヶ月間
6 ヶ月間
9 ヶ月間
12 ヶ月間
プランＡ
￥２６０，０００
￥３２０，０００
￥３６０，０００
￥４００，０００
プラン B
￥１８０，０００
￥２２０，０００
￥２６０，０００
￥３００，０００
費用に含まれるもの
費用に含まれないもの
① プログラム運営費・国際通信費・海外送金手数料
① 航空券代：格安航空券を手配します。
② ホテル手配料／招聘状発行／労働許可証取得費用
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。
③ 出発前オリエンテーション
③ ビザ申請料
④ 到着時の空港送迎
④ 健康診断・予防接種費用
⑤ 現地オリエンテーション
⑤ ビザ更新時のビザトリップ費用＋ビザ申請料
⑤ 日本人コーディネーターによる滞在中のサポート
⑥ 語学研修費用
応募方法
1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）
2. 必要に応じて、現地コーディネーターとのスカイプ・インタビュー書類。
3. 申込み手続き：①申込書 ②パスポート･コピー ③英文卒業証明書 ④作文（志望動機）
4. プログラム費用のお支払い
5. ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！
6. ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得⇒渡航手配⇒大使館にてビザ申請
7. 予防接種：はしか・結核・A 型肝炎・B 型肝炎・破傷風 ＊ホテルより要求された場合
8. 出発前オリエンテーション
9. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎）
10. ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！
11. ビザ更新⇒インターン終了⇒修了証発行



世界的ビーチリゾートのプーケット島の旅行会社（ランドオペレーター）で就労体験！



ホスピタリティとツーリズムを学び、語学力のスキルアップ等将来の可能性が大いに広がるでしょう。



航空業界知識、旅行業界知識を学び、語学力などのスキルアップ等、ご自身の将来の可能性が大いに広がる事でしょう。

参加条件

① 20～35 歳の健康な男女（学生可）。
② TOEIC600 以上の英語力
③ 学歴と職歴の条件：大学・短大・専門学校卒（専攻を問わず）。
④ 旅行会社・航空会社での経験は問いませんが、将来旅行業界で働きたいなど意欲のある方。
開始時期
通年：開始時期と期間はご相談下さい。
研修先
インバウンド専門の旅行会社（ﾊﾞﾝｺｸ/ﾌﾟｰｹｯﾄ）
ベトナム航空タイ・バンコク発券事務所
仕事内容
 エージェント用語の学習
 予約・発券業務
 ホテル新規予約をホテルへ送信
 受付・ゲストリレーション
 ホテル回答を日本のエージェントへ送信
 日本人営業・マーケティング
 レストラン予約
インターン開始の 1 週間後位にオフィス及び研修
 ガイド・運転手・車両予約
生双方で相談し、配属が決まります。
 オプショナルツアー予約
航空業界への就職は狭き門ですが、将来は航空
 ホテルの下見及びホテル・スタッフとの商談
業界で働きたい、または旅行業界で働きたいとい
 ガイド業務（空港・ホテル送迎、市内観光など）
う熱意のある方を大歓迎します。
勤務条件
 勤務時間：8 時間勤務（シフト制）
 勤務時間：9 時間勤務（シフト・勤務時間・休日は
 食事・交通費の支給はありません。
会社の規定による）
 無給インターンシップ
 無給インターンシップ
注意事項
 実際にお客様に接してお仕事をしますので、就業時間中の服装はフォーマルとなります。また、髪型規定
はありませんが、接遇するお客様に失礼のない髪形を心がけて下さい。
 予防接種（はしか、結核、A 型肝炎、B 型肝炎、破傷風）を予め接種して下さい。
特典
 格安の家賃でアパートが手配されております。
 格安の家賃でアパートが手配されております。
 ビザ･トリップ無料提供（別途ビザ申請料）。
 ビザ･トリップ無料提供（別途ビザ申請料）。
 レンタル携帯電話：300Bahr 分の無料通話付き
 通勤分の BTS プリペイドカードが支給される。
 優良者は面接の上、現地採用の可能性あり！
 レンタル携帯電話：300Bahr 分の無料通話付き
滞在先
プーケット：Blue Karina Inn （個室・徒歩 5 分） http://www.bluecarinainnhotel.com/
大型スーパーマーケットの裏手にあるアパートで、プール等の設備もあり、とても便利です。
バンコク：ルーム･15・シティアパートメント http://www.romm15bkk.com
食事は自炊または外食です。タイ料理の外食であれば、食費は 1 週間当り\4,500 位でしょう。
プログラム費用
3 ヶ月間
6 ヶ月間
9 ヶ月間
12 ヶ月間
ﾌﾟｰｹｯﾄ旅行会社
￥３５０，０００
￥５００，０００
￥６００，０００
￥７００，０００
ﾊﾞﾝｺｸ旅行会社
￥４２０，０００
￥５４０，０００
￥６６０，０００
￥７８０，０００
ﾊﾞﾝｺｸ航空会社
￥４２０，０００
￥５４０，０００
￥６６０，０００
￥７８０，０００
費用に含まれるもの
費用に含まれないもの
① 手続き料/ビザ申請サポート/出発前オリエンテーション ① 航空券代：格安航空券を手配します。
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。
② インターン先手配料／労働許可証取得費用
③ ビザ申請料\9,000：東京のタイ大使館での本人申請です。
③ 到着時の出迎え費用／現地オリエンテーション
④ 健康診断・予防接種費用
④ 宿泊代：アパート個室
⑤ 現地日本人コーディネーターによる滞在中のサポート
⑤ 食費：月\20,000 程度
⑥ ビザ･トリップ費用（車代・宿泊代・朝食・ガイド付き）
⑥ ビザ更新時の申請料 5,000Baht
応募方法
1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）
2. 書類審査に合格⇒申込書の提出⇒申込金のお支払い
3. 必要書類の提出：①パスポート･コピー ②英文卒業証明書 ③作文（志望動機）
4. ホテルとの受入れ交渉⇒ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！
5. プログラム費用残金のお支払い⇒ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得
6. 航空券及び海外旅行保険の手配⇒タイ大使館にてノンイミグラント B ビザの申請
7. 予防接種：はしか・結核・A 型肝炎・B 型肝炎・破傷風⇒出発前オリエンテーション
8. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎）⇒ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！
9. ビザ更新⇒インターン終了⇒修了証発行

